
 

 

第 1020 回例会 2019 年 4 月 23 日 

□司  会  松澤 一志君 

□開会点鐘  水野 泰雄君 

□斉  唱 『国歌斉唱』『奉仕の理想』 

□入会式  湯原 剛君 (日本生命) 

 

 

 

 

 

 

□慶祝   

 誕生日祝   生川 秀樹君(７年) 

        松澤 一志君(10 年) 

 結婚記念祝 

       横沢  正君(25 日) 

       山田  豊君(26 日) 

       飯島 伴典君(27 日) 

□寄付表彰   

 R 財団寄付 水野 泰雄君 

 

□ラッキー賞 

 提供者 斉藤惠理子君 

「岡山・広島土産」 

     西澤 文登君 

□委員会報告  

・次年度次期幹事 北村 久文君 

 

     『委員会事業計画書』提出のお願い 

        

□プログラム PETS 報告 

       会長エレクト  宮澤 広一君 

 

水野 泰雄君 
先週末はアトリエ・ド・フロマージュ様での家族

親睦パーティーにご参加いただき、ありがとうご

ざいました。素敵な時間と、会員さん・ご家族の

笑顔に癒されました。 

 本日は入会式も無事に終わり、この後は会長エ

レクトのPETS報告です。新しい年度が始まり元号

も「令和」となり、RCの新年度まで残すところ2

ヶ月です。 

 沢山の問題を抱えた時や悩んだとき・壁に阻ま

れたときや迷いが生じたとき、ゆくべき道を照ら

してくれる、偉人や成功者が遺した格言や名言の

数々。みなさんの生き方にヒントを与えてくれる

言葉3つをピックアップして紹介します。 

世の中には、偉人・成功者の残した格言・名

言が数々あります。しかし、心を打ち、人生を変

えてしまうほどの格言・名言との出逢いは、そう

そうあるものではありません。言葉の重み・力を

知る人、あるいは信じる人でなければ、出逢って

もいても、気づかないかもしれません。言葉の後

ろに隠れている、苦労や挫折の経験を推し量るこ

とのできる人こそ、その言葉の本当の意味を知る

ことができるのです。その時初めて、己の進む

道、生き方が見えてくるのです。 

「私は決して落ち込んだりしない。うまくいか

ない方法を一つ捨てるたびに、また前進してい

るのだから。」トーマス・エジソン（発明家） 
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人は失敗をする。誰もがわかっているはずな

のに、悩み、落ち込み、立ち直れないまま、時間

を浪費してしまいます。過去に遡ってやり直すこ

となどできないのに、「ああすれば…、こうすれ

ば…」と、後悔します。「失敗は、過去の経験」

であることに気づかず、過ちを冒してしまったと

悩んでしまうのです。エジソンの言うように、

「うまくいかない方法」をひとつ知り得たという

「前進」であることを、心に刻むべきです。思い

ついたことを実践してみて、それがうまくいかな

かったのなら、“やっても無駄な方法”をひとつ

学習したのです。また、次の方法を実践すればい

いのです。それでもダメなら、また次へ。ひとつ

ひとつダメな方法を消去法で検証しているのだと

考えればいいのです。これは、明らかに前進で

す。繰り返していけば、必ず目的地にたどり着け

ます。 

「努力が効果をあらわすまでには時間がかか

る。多くの人はそれまでに飽き、迷い、挫折す

る。」ヘンリー・フォード（フォード・モータ

ー創業者） 

ものごとを成功させるには、緻密な計算、小

さな努力の積み重ね、苦しさに耐えることが必要

です。しかし、時代の流れなのか、結果を早く出

そうと焦る人がたくさんいます。 

「目標に向かって、コツコツ努力しろ！」などと

言っても、素直に聞き入れる人はいないのかもし

れません。努力以外の「成功の方法」がどこかに

あるかのように、そればかりを探し求めていま

す。やがて、そんな方法の無いことに気づき始

め、諦めるという結論に達してしまうのです。目

標のためには、地味なことをひとつひとつ積み重

ねていく必要があります。時間のかかるものだと

いうことを知らなければいけません。方向の間違

った、中途半端な努力をして、結果が見えてこな

いからと、諦めてしまう人がいます。本当にこの

まま続けていていいのだろうかと、迷う人もいま

す。そして、短期間しか努力していないのに、す

ぐに挫折する人もたくさんいます。偉人というの

は、すごいことをした人ではなく、諦めずに努力

を続けた人のことです。これを忘れないで欲しい

のです。 

「どこまで行けるかを知る方法はただ一つ。出

発して歩き始めることだ。」アンリ・ベルクソ

ン（フランス哲学者） 

ある人は「あれをやってみたい」と言う。私は

「やればいいでしょ」と答える。またある人は

「あそこに行ってみたい」と言う。私は「行けば

いいでしょ」と答える。その後に続く言葉は、み

んな同じです。「でも……」。時間が無い。お

金が無い。自分には無理。言い訳ばかりです。非

常に腹が立ちます。やる前から、どうして否定す

るのか、私には理解できません。時間は、有るか

無いかの問題ではなく、作り出すものです。お金

が無いなら、無くてもできる方法を考えればいい

のです。もっとも問題なのが、やってもいないの

に、「自分には無理」だと決めつけていること

です。自分のことは自分が一番よく知っている、

と思っているのかもしれませんが、自分自身を信

じていないことの証明でもあります。やった経験

の無いことなのに、どうして無理だとわかるので

しょう。頭の中で、似たような経験を引っ張り出

し、それと同じことだと思い込んでいるからで

す。あなたは、そんなにダメな人間なのですか？

こう言うと、反発するのです。また頭の中だけで

考え、「その分野はダメなだけだ」と言うので

す。すべてが、想像。頭でっかちなだけです。そ

う言いながらすぐに「自分には無理」と考える

自分も、それだけでダメな人間だと言えるかもし

れませんが……格言に元気と勇気をもらう毎日で

す。 

 

               小嶋 修一君 

１． RI より 

・The Rotarian 5 月号 

２. 地区事務所より 

 ・「地区研修・協議会」へのご出席御礼 

 ・米山奨学生交流クラブ受諾の御礼 

 ・更埴 RC 例会場変更のお知らせ 

 ・第 2750 地区ロータリーデー開催のご案内 

３. 上田交通様より 

 ・代表取締役社長 今成孝雄様退任と山本修

様就任のご挨拶  

恵送 

１. 上田 RC 様・桐生赤城 RC 様・・会報 

全会員配布物 

１. 当クラブ会報 第 1019 号 

２. 会長より  今週のことば 

３.2019-20 年度委員会構成表 

渡邉 章貴君 
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 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日 23 5 0 78.26％ 

前々回 25 8 5 88.00％ 

水野泰雄君  本日は会長エレクトの PETS 報告

です。追伸:先週末の参加ありが

とうございました。 

小嶋修一君  湯原さん入会ありがとうございま

す。 

湯原 剛君  本日より上田六文銭 RC にお世話

になります。新しい勤務先で新し

い事を始める新鮮に気持ちの中

で、活動に参加していきたい所存

です。よろしくお願いいたします。 

宮原宏一君  湯原さん、入会おめでとうござい

ます。 

西澤尚夫君  初孫が生まれました。 (おめでと

うございます！) 

斉藤惠理子君 ミックススポーツのチアリーディ

ングが再び世界大会に行くこと

になりました。できましたら寄付

をお願いします。 

杉山 裕君  平成最後の例会ですね。 

宮澤広一君  今日は話をさせていただきます。 

柄澤 堯君  宮澤君、頑張ってください。 

中澤信敏君  宮澤エレクト今日はよろしくお願

いします。 

北村久文君  世間は大型 10 連休、当社はいつ

もの通り 14 連勤です。 

合原亮一君  土曜日は楽しい会合ありがとうご

ざいました。久しぶりに夫婦で出

かけました。 

 

肥田野秀知君 笠原 一洋君 松澤 一志君 
田中 栄一君 西澤 文登君 山崎 芳雄君 

   
 

 

 

PETS 報告 
         会長エレクト 宮澤広一君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長エレクト 宮澤広一君に PETS の報告と、次

年度戦略計画及び事業計画についてのお話があり

ました。 

次年度はよろしくお願いします。 

 

 

美穂ヶ池の春 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 周年記念のしだれ桜満開 4/22 

    

 

 

 

 

 

20 周年のオオシマ桜開花 4/28 5 周年東側土手の桜開花 4/28 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポールハリス 4 世 月桂樹も開花 4/25 

 

    

4/27(土)軽井沢ブレストンコートにて渡邉君の結

婚式が執り行われ、山

崎君が参列しました。

クラブからは祝電を

送らせていただきま

した。 

おめでとうございま

す。 
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会員ご家族感謝ツアー 
 

 4月 20日(土) アトリエドフロマージュ様にて 

日頃のご家族様への感謝の気持ちを込めて「感謝

ツアー」と題し、食事会を開催しました。 

大勢のご家族様にご参加いただき、ありがとうご

ざいました。奥様同士での会話も弾み、楽しい親

睦の会となりました。 

 

ニコニコ BOX 報告 
水野泰雄君 ご家族の皆様本日はようこそお越し         

      くださいました。感謝です。       

      どうぞごゆっくりお楽しみください。 

北村久文君 楽しくやりましょう！  

肥田野秀知君 飯島 俊勝君 小嶋 修一君 
宮澤 広一君 中澤 信敏君 清水 一典君 
斉藤惠理子君 田中 栄一君 山田  豊君 
合原 亮一君   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


